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観光と社会資本整備について

総合政策局 公共事業企画調整課総合政策局 公共事業企画調整課

平成26年9月11日

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

■各観光圏における連絡会議の進捗状況の概況

■観光圏や地域における取組支援 ～社会資本整備等に関する連絡会議～

○全４９観光圏（計画期間満了及び新観光圏へ移行したもの等を含む）中、２８地域において

連絡会議を実施、１９地域において、観光圏内の社会資本の現地点検が実施

（Ｈ2５年１２月３１日現在）※現地点検実施（１９観光圏）
日本海きらきら羽越観光圏 やさしさと自然の温もり ふくしま観光圏 あなたの空と大地 水戸ひたち観光圏日本海きらきら羽越観光圏 、やさしさと自然の温もり ふくしま観光圏 、あなたの空と大地 水戸ひたち観光圏、
南房総地域観光圏 、富士山・富士五湖観光圏 、八ヶ岳観光圏 、雪国観光圏 、知多半島観光圏、
聖地熊野を核とした癒しと蘇りの観光圏、びわ湖・近江路観光圏、京都府丹後観光圏 、淡路島観光圏、
吉野大峯・高野観光圏、山陰文化観光圏 、広島・宮島・岩国地域観光圏、瀬戸内しまなみ海道地域観光圏、
にし阿波観光圏、新東九州観光圏、阿蘇・くじゅう観光圏

・地方整備局企画部、北海
道

○社会資本整備関係主体

・観光圏協議会構成員
輸

○観光関係主体

・道地方開発局開発監理部
・都道府県・市町村の社会
・資本整備担当部局
・高速道路会社等その他関
・係する機関

・地方運輸局企画観光部
・都道府県・市町村の観光
・担当部局
・各観光圏内の商工会、商
・工会議所

○現地点検の結果等を踏まえ 観光部局と社会資本整備部局とが共通認識のもとに○現地点検の結果等を踏まえ、観光部局と社会資本整備部局とが共通認識のもとに、

十分な調整を図り相互に連携しながら、観光圏内における社会資本の整備等に係る取り組み

を軌道に乗せていくことが重要
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■観光地域づくり実践プラン（観光圏整備支援型）

■観光圏における取組支援 ～観光地域づくり実践プラン～

• 地域の多様な主体が一体となり、ハード・ソフトの連携を図りつつ観光地域づくりに取
り組むための計画。

観光圏整備計画

○内 容：基本方針、目標、観光圏整備事業に関すること 等

○計画期間：５箇年

連携

○計画期間：５箇年

○策定主体：観光圏整備法第５条の法定協議会

実践プラン（観光圏整備支援型）

連携

○内 容：社会資本整備における配慮事項 等社会資本 備 慮事項 等

○計画期間：５箇年

○策定主体：観光圏整備法第５条の法定協議会又はこれと同等の組織

• 「観光圏整備計画」を公表している地域において、社会資本整備にあたっての配
慮事項を明確にすることで、より効率的・効果的な観光圏の形成を促進。

○採択件数 4件（H25 12現在 計画期間満了案件を含む)
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○採択件数 4件（H25.12現在、計画期間満了案件を含む)
名称：さっぽろ広域観光圏（H21.6 北海道）、あなたの空と大地 水戸ひたち観光圏（H21.6 茨城県）、

富士山・富士五湖観光圏（H23.3 山梨県）、八ヶ岳観光圏（H25.4 山梨県、長野県）

○ 平成２２年度に、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創

交付金制度の変遷■交付金制度の変遷（社会資本整備総合交付金）

○ 平成２２年度に、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を つの交付金に 括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創
意工夫を生かせる総合的な交付金として、社会資本整備総合交付金を創設。

○ 平成２３年度に、基本的に地方が自由に使える一括交付金にするとの方針の下、地域自主戦略交付金を創設。
（内閣府に一括して予算を計上し、各府省の所管にとらわれず、地方自治体が自主的に選択した事業に対して交付金を交付。）

○ 平成２４年度に、地域自主戦略交付金について、都道府県分の対象事業を拡大・増額。政令指定都市に一括交付金を導入。また、沖縄
振興公共投資交付金として県及び市町村を対象とした自由度の高い新たな一括交付金制度を創設。

○ 平成２５年度以降は、防災・安全交付金によりインフラ再構築（老朽化対策、事前防災・減災対策）及び生活空間の安全確保の取組を集
中的に支援するとともに、社会資本整備総合交付金により地域の社会資本整備を総合的に支援（地域自主戦略交付金は廃止） 。

Ｈ２３Ｈ２２ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６Ｈ２３Ｈ２２ Ｈ２４

＜予算額＞
２ ２兆円

社会資本整備総合交付金

＜予算額＞
1兆7,539億円

社会資本整備総合交付金

＜予算額＞
1兆4,395億円

社会資本整備総合交付金

Ｈ２５ Ｈ２６

＜予算額＞
9 124億円

社会資本整備総合交付金

＜予算額＞
9 031億円

社会資本整備総合交付金

政策目的達
成のため計
画的に実施
すべき事業

２．２兆円

活力創出基盤整備
・道路、港湾

・道路、港湾
・治水、下水道、海岸
・都市公園、市街地、
広域連携 等

４分野を統合

地域自主戦略交付金

1兆4,395億円

・事業の更なる重点化

防災 安全交付金

9,124億円

・成長力強化や地域活性
化等につながる事業

防災 安全交付金

9,031億円

・成長力強化や地域活性
化等につながる事業

等に重点化

水の安全・
安心基盤整備
・治水、下水道、海岸

より一層柔軟な流用が可能
になるなど、地方の使い勝手
を大幅に向上。

広域連携 等
・住宅、住環境整備

＜予算額＞
全体で6,754億円

・都道府県分の対象事業
の拡大 増額

地域自主戦略交付金

＜予算額＞
1兆460億円

・「命と暮らしを守るインフラ

防災・安全交付金

＜予算額＞
1兆841億円

・「命と暮らしを守るインフラ

防災・安全交付金

年度間、地
域間の変

市街地整備
・都市公園、市街地、
広域連携 等

＜予算額＞
全体で5,120億円

地域自主戦略交付金

の拡大、増額
・新たに政令指定都市分を
導入

命と暮らしを守るインフラ
再構築」、「生活空間の安
全確保」を集中的に支援

沖縄振興公共投資交付金

沖縄振興公共投資交付金

命と暮らしを守るインフラ
再構築」、「生活空間の安
全確保」を集中的に支援

沖縄振興公共投資交付金
域間 変
動・偏在が
小さい事業
等について、
一括交付金
へ移行

地域住宅支援
・住宅、住環境整備

投資補助金を所管する全て
の府省が投資補助金を一括
交付金化。

（都道府県分を対象）

＜予算額＞
全体で771億円

・県及び市町村を対象とした
自由度の高い新たな一括
交付金制度を創設

※各枠内の＜＞記載額はすべて国費

＜予算額＞
全体で932億円

沖縄振興公共投資交付金

＜予算額＞
全体で810億円

沖縄振興公共投資交付金



概要概要

■社会資本整備総合交付金

◇社会資本整備総合交付金は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交
付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付
金として平成22年度に創設。

◇活力創出、水の安全・安心、市街地整備、地域住宅支援といった政策目的を実現するため、
地方公共団体が作成した社会資本総合整備計画に基づき、目標実現のための基幹的な社会
資本整備事業のほか、関連する社会資本整備等を総合的・一体的に支援。

＜従前の補助金＞

道路 道道路

治水

下水道

住宅

港湾海岸

まちづくり

港湾

・
・

個別補助金を原則廃止

◇これまで事業別にバラバラで行ってきた関係事務を一本化・統一化
◇計画に位置付けられた事業 範囲内 地方公共団体が国費を自由に充当可能

特長（従前の補助金との違い）特長（従前の補助金との違い）

◇計画に位置付けられた事業の範囲内で、地方公共団体が国費を自由に充当可能
◇基幹となる社会資本整備事業の効果を一層高める事業についても、創意工夫を生かして実施可能
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資料② 官民連携による・・・基盤整備推進事業（２４年度版資料）
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概要

■離島活性化交付金

平成２５年度から全面施行される改正離島振興法を踏まえ、離島における地域活性化を推進し、定住の促進を図るため、離
島活性化交付金を新たに創設し、海上輸送費の軽減等戦略産業の育成による雇用拡大等の定住促進、観光の推進等によ
る交流の拡大促進、安全・安心な定住条件の整備強化等の取組を支援する。

◆事業主体：都道県、市町村、民間団体
◆対象事業：以下の事業メニューに該当するもの
◆補助率：都道県、市町村、一部事務組合・・・予算の範囲内で各事業の１／２以内

民間団体・・・予算の範囲内で各事業の１／３以内（ただし、国の負担額は、地方公共団体の負
担額と同額までとし、都道県、市町村、一部事務組合を通じた間接補助とする。）

◆事業期間：原則として３年間
◆成果目標：あらかじめ提出する事業計画において、成果目標を設定

「交流促進」事業「定住促進」事業 「安全安心向上」事業

産業活性化事業
雇用機会の創出のための戦略産品開発
戦略産品の移出に係る輸送費支援

離島における地域情報の
発信 災害時の孤立防止のための

防災体制の見直し戦略産品の移出に係る輸送費支援

定住誘引事業
Ｕ・Ｊ・Ｉターン希望者のための情報提供
空家改修等の人材受入れのための施設整備

島外住民との交流の実施

交流拡大のための仕掛
けづくり

防災体制の見直し

離島のエネルギー自立のた
めの調査、計画策定

空家改修等の人材受入れのための施設整備 の推進

戦略産業の育成 戦略産品の輸送費支援 観光メニュー開発
エネルギー自立の
ための調査
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